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The purpose of this study is to investigate the relationship between the location of infrastructure facilities, shelters, and disaster expected 

areas, to grasp disaster risks, and to examine aging countermeasure methods. 

 

１． はじめに 

国内のインフラ施設の多くは高度経済成長期に集中

して整備された．そのため，今後も増加していく建設

後 50 年以上経過するインフラ施設の老朽化対策を促

進していく必要がある．また今後は大雨や強風，短時

間強雨の増加，地震活動の活発化などに伴う自然災害

の激甚化が危惧されている．老朽化によって耐力の低

下したインフラ施設は，高い強度の自然外力に抵抗す

ることが困難となることが懸念される．そのような状

況を踏まえ，著者らは想定される災害を踏まえたイン

フラの老朽化対策手法の検討を開始した[1]．本研究で

は，千葉県白井市を対象として，インフラ施設と，災

害が想定される区域あるいは避難所との立地関係を把

握することを目的とする．具体的には災害暴露インフ

ラ施設数と避難所までの経路上に立地するインフラ施

設数を調査した． 

２． 対象施設・区域 

本稿で対象とした施設は，インフラ施設としては公

共施設（計 147棟）・道路橋（92橋）・大型カルバート

（2箇所）・横断歩道橋（4橋），避難施設としては指定

避難所（56箇所）・福祉避難所（4箇所）である．対象

とした災害想定区域は，土砂災害特別警戒区域・土砂

災害警戒区域・洪水浸水想定区域・強地震動想定区域

である．用いたデータの概要を Table 1に示す．インフ

ラ施設および避難施設はポイントデータ，災害想定区

域はポリゴンデータ，行政区域はラインデータとして

用いた．以下に各施設及び区域について説明する． 

(1)公共施設・避難施設 

公共施設については，白井市公共施設等総合計画[3]

及び白井市公共施設一覧マップ[4]に掲載された施設を

対象とした．各施設の所在地は白井市ホームページ[4]

の掲載情報から引用した．なお所在地を確認できない

施設は本検討から除外した．参照したいずれの資料に

も位置座標が掲載されていなかったため，Googleマッ

プ[5]上で各施設の位置を逐一確認して緯度経度を取得

することでジオコーディングした． 

(2)道路橋・大型カルバート・横断歩道橋 

全国道路施設点検データベース[6]から，橋梁・大型カ

ルバート・横断歩道橋に関する諸元と老朽化に関する

調査情報を取得した．なお，文献[5]に記載の無かった

初崎橋と無名橋 3橋（番号 21，25，26）については白

井市橋梁点検結果[7]を参照した．  

(3)災害想定区域 

 災害想定区域データとして，国土数値ダウンロード

サービス[2]の土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区

域・洪水浸水想定区域，防災科学技術研究所の確率論

的地震動予測地図[8]を用いた．土砂災害に関しては，特

別警戒区域を含んだ警戒区域を対象にした．また，警

戒区域の外側に幅 100m のバッファを付加して検討し

た．また，確率論的地震動予測地図 2022年度版におい

て今後 30 年間に震度 6 強以上となる確率が 26%以上

の区域を強地震動想定区域と定義した． 

３． 対象施設の立地 

(1)災害暴露インフラ施設数 

想定されるハザードとの立地関係を把握するために，

各インフラ施設と災害想定区域を GIS 上でオーバーラ

ップさせた結果をFigurel1～3に示す．これらの図から，

各災害の想定区域内に立地するインフラ施設（災害暴

１：日大理工・学部・まち，２：日大理工・教員・まち 

Table 1. Profiles of usage data set 
データ 資料名・サイト名（管理機関）データ入手日

基盤 行政区域
国土数値情報ダウンロード
サービス(第3.1版)（国土交
通書）[2]

2022/9/20

公共施設（学校・庁
舎・公民館・スポー
ツ施設・保育園・学
童保育所・児童館・
公園内便所・管理
棟・福祉施設・コ
ミュニティセン
ター・福祉施設・防
災施設・警察署・上
水道配水施設）

白井市公共施設等総合計画
(令和４年３月改訂)（白井
市）[3]
白井市ホームページ（白井
市）[4]

2022/9/8

全国道路施設点検データベー
ス（国土交通書）[6]

2022/9/6

白井市橋梁点検結果(平成29
年度)（白井市）[7]

2022/9/8

避難施設
指定避難所・福祉避
難所

白井市ホームページ（白井
市）[4]

2022/9/7

土砂災害特別警戒区
域

2022/9/7

土砂災害警戒区域 2022/9/7
洪水浸水想定区域 2022/9/7

確率論的地震動予測
地図

地震ハザードステーション
(2022年)（防災科学技術研究
所）[8]

2022/9/7

災害想定区域

道路橋・大型カル
バート・横断歩道橋

国土数値情報ダウンロード
サービス(第2.0，2.0，1.1
版)（国土交通書）[2]

インフラ施設
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露インフラ施設）を計数した結果を Table2に示す．災

害暴露インフラ施設数は合計 13件であり，対象とした

全インフラ施設数の 8.8%であった．この内訳は，洪水

暴露道路橋 10橋，土砂暴露大型カルバート 2箇所，土

砂暴露道路橋 1件である． 

(2)避難所に近接するインフラ施設 

 災害発生時には避難所へ多くの被災者が避難するこ

とが想定される．避難経路上にあるインフラ施設が被

災した場合，避難者は経路の変更を余儀なくされ避難

時間が増加することが想定される．避難所 1km以内に

所在するインフラ施設を計数した．Figure4 に避難所

1kmエリアとインフラ施設，Table3に計数結果を示す．

避難所には近接した場所もあり，同表には同じインフ

ラ施設が重複して計数されていることもある．しかし，

多くのインフラ施設が避難所近傍に立地しており，こ

れらのインフラ施設が被害を受けることによって迅速

な避難を妨げてしまうことも想定される．  

４． おわりに 

インフラ施設の情報が多く公開されている白井市を

対象として，インフラ施設の災害暴露数と避難所との

立地関係を調査した．対象としたインフラ施設で災害

の暴露が想定されるものは 13 件に留まった．一方で，

避難所近傍には多くのインフラ施設が立地しているこ

とを把握できた．今後は，浸水深などの各災害の程度，

避難経路上のインフラ施設，インフラ施設の点検結果

などのデータも考慮して検討していく予定である． 
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Figure4. Infrastructure facilities within 1 km of shelters 

Figure2. Flood exposure infrastructure facilities 

Figurel. Sediment exposure infrastructure facilities 

 

Figure3. Strong motion exposure infrastructure facilities 

Table.2 Number of disaster exposure infrastructure facilities 

Table.3 Number of infrastructure facilities within 1km of shelters 

公共施設(棟) 道路橋(橋) 横断歩道橋(橋) 大型カルバート(箇所)

土砂災害警戒区域 0 1 0 2

洪水浸水想定区域 0 10 0 0

強地震動想定区域 0 0 0 0

総数 147 92 4 2

公共施設(棟) 道路橋(橋) 横断歩道橋(橋) 大型カルバート(箇所)

避難所1km圏内 140 74 3 0
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